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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 4,280 △33.3 189 △84.4 231 △84.3 152 △87.6

21年3月期第1四半期 6,415 ― 1,210 ― 1,471 ― 1,230 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 5.51 ―

21年3月期第1四半期 41.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 30,666 25,531 83.3 924.60
21年3月期 29,711 25,300 85.2 909.29

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  25,531百万円 21年3月期  25,300百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

9,900 △25.7 290 △90.2 280 △91.3 10 △99.5 0.36

通期 21,500 △15.9 1,440 △43.8 1,420 △52.7 1,000 △50.2 35.94



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３
ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 29,662,851株 21年3月期  29,662,851株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,049,238株 21年3月期  1,838,039株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 27,719,530株 21年3月期第1四半期 29,536,277株



当第１四半期の世界経済は、各国での追加経済対策の効果や、在庫調整の進展などにより、一部では下げ止まり

の兆しがみられつつありますが、当社グループの主要市場である海外ゲーミング市場ではカジノ来訪者の大幅減少

や、それに伴う設備投資の抑制などの影響により、当社製品の需要減退が顕著となるなど一層の厳しさを増しており

ます。このような状況に加え、為替相場が円高で推移したことなどから、売上高は42億80百万円（前年同期比33.3％

減）となりました。 

利益面においては、これらの状況を踏まえ、海外現地法人での在庫の削減や、人件費などの固定費の削減に努め

たものの、売上高の減少による影響が大きく、営業利益は１億89百万円（前年同期比84.4％減）、経常利益は２億31

百万円（前年同期比84.3％減）、四半期純利益は１億52百万円（前年同期比87.6％減）となりました。 

なお、このような状況の下、当社グループでは、固定経費の削減など、収益構造の改善に取り組む一方で、収益

性の改善・拡大を目指す投資案件は積極的に進めており、次世代製品の開発、遊技場向機器事業の周辺機器メーカー

の株式取得による連結子会社化など、中長期的な視点にたったメリハリのある施策を実行しております。 

 当第１四半期末の総資産は306億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億54百万円増加いたしました。主な

要因は新規連結子会社の取得によるものであります。 

 当第１四半期末の負債合計は51億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億24百万円増加いたしました。主な

要因は新規連結子会社における負ののれん５億44百万円の増加であります。 

 当第１四半期末の純資産合計は255億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億30百万円増加いたしました。

主な要因は四半期純利益の計上、配当金の支払いによる減少、自己株式取得による減少、為替換算調整勘定の増加な

どであります。 

  

（キャッシュ・フロー） 

 当第１四半期では、税金等調整前四半期純利益２億54百万円、減価償却費２億２百万円及び法人税等の還付額２億

47百万円などの資金の増加の一方で、法人税等の支払額５億34百万円などの資金の減少がありましたので、営業活動

によるキャッシュ・フローは３億72百万円となりました。 

 また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得１億50百万円などの支出の一方で、連結の範囲

の変更を伴う子会社株式取得による収入２億54百万円などの収入がありましたので、１億41百万円の収入となりまし

た。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済２億円、配当金の支払額３億４百万円、自己株式の取得

１億83百万円により、６億88百万円減少いたしました。 

 これらの結果に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額97百万円の資金の増加を加え、当第１四半期末の現金同

等物の残高は、124億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ、76百万円減少いたしました。 

   

 当第１四半期の営業成績は、海外ゲーミング市場での需要減退の影響などを受け、前年同期に比べて大幅な減収減

益となりましたが、当期の業績予想はこれらの影響を前提としており、これまでの業績動向や、為替レートなどの前

提条件は、ほぼ期初の想定通りに推移しております。従って、平成22年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の

連結業績予想につきましては、平成21年５月８日付決算短信の発表値の変更はありません。 

 このように、厳しい事業環境が続くことが想定されることから、経営改善の取り組みを継続し、さらなる固定経費

の削減に取り組むとともに、遊技場機器事業の組織再編効果の発現などに努め、業績予想値の達成に全力を投じてま

いります。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

 該当事項はありません。 

  

 簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。  

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,502,708 12,559,163

受取手形及び売掛金 3,395,447 3,430,219

有価証券 170,426 191,869

商品及び製品 3,836,266 3,793,925

仕掛品 259,498 224,275

原材料及び貯蔵品 1,548,819 1,309,046

その他 3,369,929 3,121,969

貸倒引当金 △106,214 △100,531

流動資産合計 24,976,883 24,529,938

固定資産   

有形固定資産 2,791,011 2,706,338

無形固定資産 738,379 790,449

投資その他の資産   

その他 2,439,140 1,972,821

貸倒引当金 △278,648 △287,642

投資その他の資産合計 2,160,491 1,685,178

固定資産合計 5,689,883 5,181,965

資産合計 30,666,766 29,711,904

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,323,544 1,878,248

未払法人税等 13,812 277,887

役員賞与引当金 3,000 25,500

賞与引当金 122,248 346,495

その他 1,732,171 1,486,514

流動負債合計 4,194,777 4,014,646

固定負債   

退職給付引当金 156,599 161,044

負ののれん 544,835 －

その他 239,042 235,507

固定負債合計 940,477 396,552

負債合計 5,135,255 4,411,198



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,216,945 2,216,945

資本剰余金 2,069,003 2,069,003

利益剰余金 24,154,178 24,307,387

自己株式 △1,783,543 △1,599,822

株主資本合計 26,656,584 26,993,514

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 243,011 165,607

繰延ヘッジ損益 12,848 △21,209

為替換算調整勘定 △1,380,933 △1,837,208

評価・換算差額等合計 △1,125,073 △1,692,809

純資産合計 25,531,511 25,300,705

負債純資産合計 30,666,766 29,711,904



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,415,058 4,280,646

売上原価 2,861,271 2,091,327

売上総利益 3,553,787 2,189,318

割賦販売未実現利益戻入額 5,743 4,246

差引売上総利益 3,559,531 2,193,565

販売費及び一般管理費 2,349,475 2,004,270

営業利益 1,210,055 189,294

営業外収益   

受取利息 52,867 11,841

受取配当金 12,623 16,575

還付加算金 － 17,389

為替差益 157,206 －

負ののれん償却額 － 32,049

その他 42,877 25,142

営業外収益合計 265,574 102,998

営業外費用   

支払利息 46 396

為替差損 － 53,878

その他 3,847 6,592

営業外費用合計 3,893 60,867

経常利益 1,471,737 231,426

特別利益   

固定資産売却益 67 －

償却債権取立益 24,624 －

貸倒引当金戻入額 9,852 26,089

特別利益合計 34,543 26,089

特別損失   

固定資産除却損 1,914 2,075

投資有価証券評価損 39,994 －

固定資産売却損 － 1,205

特別損失合計 41,909 3,281

税金等調整前四半期純利益 1,464,370 254,234

法人税、住民税及び事業税 246,888 37,478

法人税等調整額 △13,429 63,891

法人税等合計 233,458 101,370

四半期純利益 1,230,912 152,863



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,464,370 254,234

減価償却費 206,048 202,004

負ののれん償却額 － △32,049

引当金の増減額（△は減少） △99,003 △302,356

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △6,927 －

受取利息及び受取配当金 △65,491 △28,417

還付加算金 － △17,389

支払利息 46 396

為替差損益（△は益） △86,519 2,144

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,914 3,281

投資有価証券評価損益（△は益） 39,994 －

売上債権の増減額（△は増加） △527,752 442,619

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,477 383,296

仕入債務の増減額（△は減少） 416,232 △67,851

未収消費税等の増減額（△は増加） 171,826 76,626

その他 △87,368 △282,803

小計 1,420,894 633,735

利息及び配当金の受取額 60,829 26,696

利息の支払額 △46 △396

法人税等の支払額 △130,742 △534,131

法人税等の還付額 17,248 247,019

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,368,183 372,923

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の純増減額（△は減少） △425,980 24,505

有形固定資産の取得による支出 △134,686 △150,956

有形固定資産の売却による収入 1,190 1,956

無形固定資産の取得による支出 △3,285 △5,957

連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による収
入

－ 254,719

投資有価証券の取得による支出 － △337

貸付金の回収による収入 － 2,738

子会社の清算による収入 － 15,000

その他 △216 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △562,977 141,669

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △326,003 △304,522

短期借入金の返済による支出 － △200,000

自己株式の取得による支出 △88,221 △183,720

自己株式の売却による収入 57 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △414,167 △688,243



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △380,512 97,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,525 △76,455

現金及び現金同等物の期首残高 11,469,131 12,559,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,479,656 12,482,708



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 当社および連結子会社は、事業の種類として「金銭関連機器事業」及び「レジャー関連その他の事業」に区

分しておりますが、前第１四半期連結累計期間においては、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の

合計額に占める「金銭関連機器事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 当社および連結子会社は、事業の種類として「金銭関連機器事業」及び「レジャー関連その他の事業」に区

分しておりますが、当第１四半期連結累計期間においては、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の

合計額に占める「金銭関連機器事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

a.事業の種類別セグメント情報

b.所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
アジア
（千円） 

欧州
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高 1,765,929 2,248,635 19,524 2,380,970  6,415,058 － 6,415,058

(2)セグメント間の内部売上高又は 

  振替高 
3,007,392 12,486 1,489,166 12,165  4,521,210 (4,521,210) －

計 4,773,321 2,261,121 1,508,690 2,393,135  10,936,269 (4,521,210) 6,415,058

営業利益 131,820 169,232 131,137 431,222  863,411 346,643 1,210,055

(1)北米 ………………… 米国 

(2)アジア ………………… 香港、タイ 

(3)欧州 ………………… ドイツ、英国、ブルガリア 

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
アジア
（千円） 

欧州
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高 1,664,872 1,207,989 5,608 1,402,175  4,280,646 － 4,280,646

(2)セグメント間の内部売上高又は 

  振替高  
963,339 2,540 677,584 359  1,643,823 (1,643,823) －

計 2,628,212 1,210,529 683,193 1,402,535  5,924,469 (1,643,823) 4,280,646

営業利益 △450,368 △32,680 △14,359 185,483  △311,925 501,219 189,294

(1)北米 ………………… 米国 

(2)アジア ………………… 香港、タイ 

(3)欧州 ………………… ドイツ、英国、ブルガリア 



  

   

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1)北米…………………米国、カナダ 

(2)欧州…………………イタリア、ドイツ、スペイン、チェコ、英国、オーストリア、スロベニア、その他 

(3)その他の地域………オーストラリア、中国、その他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1)北米…………………米国、カナダ 

(2)欧州…………………イタリア、ドイツ、スペイン、チェコ、英国、オーストリア、スロベニア、その他 

(3)その他の地域………オーストラリア、中国、その他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

c.海外売上高

  

  

Ⅰ 海外売上高（千円） 

Ⅱ 連結売上高（千円） 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）

北米   欧州   
その他

の地域 
  計 

2,015,813  2,317,363  337,586  4,670,763

            6,415,058

31.4  36.1  5.3  72.8

  

  

Ⅰ 海外売上高（千円） 

Ⅱ 連結売上高（千円） 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）

北米   欧州   
その他

の地域 
  計 

1,025,358  1,418,813  193,324  2,637,496

            4,280,646

24.0  33.1  4.5  61.6



   

 事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりますので、販売の状況については、事業の種類別セグメ

ントではなく、事業部門ごとに区分して記載しております。 

 なお、「金銭登録機」は事業の縮小を進めており、業績に与える影響額が軽微であるため、前第１四半期よ

り「その他」に含めて記載いたしております。 

  

 (注) 金額は販売価額（消費税等抜き）で表示しております。 

  

 (注) 金額は販売価額（消費税等抜き）で表示しております。 

  

 該当事項はありません。 

   

d.販売の状況

事業部門 

  

前第１四半期連結累計期間 

（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 

 貨幣処理機器  5,266,769 82.1

 遊技場向機器 911,592 14.2

 その他 236,697 3.7

合計 6,415,058 100.0

事業部門 

  

当第１四半期連結累計期間 

（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 

 貨幣処理機器  3,047,866 71.2

 遊技場向機器 1,086,828 25.4

 その他 145,951 3.4

合計 4,280,646 100.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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